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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2020年６月26日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２の規定に基づき、当社第156期定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、

当社の株主名簿管理人において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づ

き、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

 

３【訂正内容】

訂正箇所は　　　を付して表示しております。

 

（訂正前）

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 86,884 45 439 （注）１ 可決(98.73％)

第２号議案 86,840 89 439 （注）２ 可決(98.68％)

第３号議案    （注）３  

　坂本 隆司 82,068 4,861 439  可決(93.25％)

　浦山 勇 83,059 3,870 439  可決(94.38％)

　山路 直貴 83,074 3,855 439  可決(94.40％)

　岡本 修身 83,074 3,855 439  可決(94.40％)

　北田 明 83,080 3,849 439  可決(94.40％)

　河村 一二 83,078 3,851 439  可決(94.40％)

　青木 素直 74,975 11,954 439  可決(85.19％)

　谷口 勉 83,052 3,877 439  可決(94.37％)

　宮田 康弘 54,355 32,574 439  可決(61.76％)

第４号議案    （注）３  

　藤岡 敏式 76,093 10,828 439  可決(86.47％)

　髙橋 利忠 55,240 31,681 439  可決(62.77％)

　中 英也 49,206 37,715 439  可決(55.92％)

　橋本 克己 72,475 14,446 439  可決(82.36％)

第５号議案    （注）３  

　塚本 英伸 73,784 13,145 439  可決(83.84％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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（訂正後）

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

 

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 86,903 45 439 （注）１ 可決(98.73％)

第２号議案 86,859 89 439 （注）２ 可決(98.68％)

第３号議案    （注）３  

　坂本 隆司 82,087 4,861 439  可決(93.26％)

　浦山 勇 83,078 3,870 439  可決(94.38％)

　山路 直貴 83,093 3,855 439  可決(94.40％)

　岡本 修身 83,093 3,855 439  可決(94.40％)

　北田 明 83,099 3,849 439  可決(94.40％)

　河村 一二 83,097 3,851 439  可決(94.40％)

　青木 素直 74,994 11,954 439  可決(85.20％)

　谷口 勉 83,071 3,877 439  可決(94.37％)

　宮田 康弘 54,374 32,574 439  可決(61.77％)

第４号議案    （注）３  

　藤岡 敏式 76,112 10,828 439  可決(86.48％)

　髙橋 利忠 55,259 31,681 439  可決(62.78％)

　中 英也 49,225 37,715 439  可決(55.93％)

　橋本 克己 72,494 14,446 439  可決(82.36％)

第５号議案    （注）３  

　塚本 英伸 73,803 13,145 439  可決(83.84％)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。
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